回 覧
第 １８ 号
令和３年 １２月 ２０日
海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－０２２２

かいぞう地区
９日（日）

検索

消防出初式（四日市ドーム） ９：００～（関係者で開催）

１０日（月・祝） 成人式

海蔵地区くすの木サロン
２１日(金) 野田公会所

（四日市ドーム）１３：００～

9：00～
10：30～
13：00～

１９日（水）阿倉川町
１９日（水）東阿倉川町１区
２０日（木）みゆきヶ丘二丁目
２６日（水）海蔵地区市民センター

10:10～10:40
10:50～11:20
13:30～14:10
10:00～10:30

ピアゴ北側駐車場
住友電装阿倉川寮
自治会管理駐車場
センター駐車場

地区市民センターの休みは１２月２９日(水)～１月３日(月)です
★戸籍についての届け出(出生、婚姻、死亡等)の受付と埋火葬許可証の交付は、
市役所地下１階宿直室で受付等いたします。
ＴＥＬ ３５４－８２６２
★水道や下水道の故障や事故の復旧などは、上下水道局夜間休日窓口へ
ご連絡ください。

ＴＥＬ ３５１－１２１１

海蔵地区市民センターで、館内等でのお忘れ物をお預かりしています。
お心当たりのある方は、ご連絡ください。
１月末までに、お引き取りのないものは処分させていただきますので、ご了承ください。
【お忘れ物】折り畳み傘・帽子・めがね・エコバック・電卓・文房具・ハンカチなど
問合せ先

海蔵地区市民センター
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ＴＥＬ ３３１－３２８４

うかい

路線バスの迂回について
市道 東坂部三ツ谷線 側溝整備工事
海蔵地区の土木要望工事（「生活に身近な道路整備事業」）を実施するにあたり、工事箇所を
通行する路線バスが迂回し、迂回期間中、停留所が移動しますのでお知らせします。
路線バスは迂回しますが、歩行者、普通自動車等は通行（施工時：片側交互）できます。
工事箇所：四日市市
迂回路線バス：

大字西阿倉川

地内（下図「工事箇所」参照）

【11】近鉄四日市 行き
【11】小杉経由 Ｊヒルズ 行き
小杉経由 キオクシア正門前

行き

迂回期間：令和４年１月６日～２月２０日
臨時停留所＜迂回時＞
西阿倉川
〔上り〕8:54～16:54
〔下り〕9:10（9:23）
～16:23
※（ ）は土曜日

工事箇所

発 注 者：四日市市 都市整備部 道路維持課 維持第１係
TEL 354－821５
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臨時停留所＜迂回時＞
西阿倉川口
〔上り〕8:55～16:55
〔下り〕９:09（9:22）
～16:22
※（ ）は土曜日

■
■
■
■
■
■

募集内容
募集人数
職務内容
任期
勤務地
主な受験資格

地域マネージャー ＜会計年度任用職員（フルタイム）＞
１０人程度
地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
令和４年４月１日から令和５年３月３１日（再任用する場合もあります）
各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
次の要件を全て満たす人
①昭和３２年４月２日以降に生まれた人。ただし、平成３０年度に地域マ
ネージャーに任用され、令和３年度まで継続して任用されている者（任
用期間が令和３年度で４年目となる者）については、この限りでない。
②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲が
ある人
④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員(正規任用職員）とし
て職務経験のある人は、任用開始日において、公務員退職後３年以上経
過していること。
⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑥地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない人

■
■

募集期間
応募方法

■

問合せ先

◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日
◇勤務時間
◇時 間 給

⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資格を有する人
⑧四日市市に在住する人
令和４年１月４日（火）から１月３１日（月）まで（当日必着）
市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類
を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の
場合は、月曜日から金曜日の８:３０～１７:１５までにお願いします。
市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６

＝
＝
＝
＝
＝

◇そ の 他 ＝
◇申し込み ＝
◇応募期間

＝

小学校給食調理員（給食パート）１名
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）
８：３０～１５：００（労働時間５時間４５分）
１,０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することが
あります。
応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ ３５４－８２３６）に電話の
うえ、履歴書を提出してください。書類選考のうえ、面接を実施します。
１２月２１日（火）～１月７日（金）
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★日

時

令和４年１月９日（日）受付 ９：００～

開会式 ９：３０～
試合 １０：００～
★会 場
四日市市総合体育館アリーナ（中央緑地：日永東１丁目３－２１）
★参加資格と構成 四日市市内在住・在勤・在学の方
（ペアのうち１名はスポーツ推進委員が参加できますので、ペアが組めない
場合には地区のスポーツ推進委員にご相談ください）
★種目及び種別 （１）タスポニー（ダブルス）
✿女子の部
✿ミッスクの部（男女各１名）
（２）ソフトタスポニー
✿小学生の部
✿一般の部（男女問わない）
※（１）（２）ともに、２チーム以下の種目は、不成立とする。
★申込み及び問合せ先 １２月２２日（水）１７：００までに、各地区スポーツ推進委員まで
★その他連絡事項

（スポーツ推進委員 野﨑 衛 TEL 080-3633-7890）
・新型コロナウイルス感染症対策関係
新型コロナウイルス感染症対策の詳細については、日本スポーツ
協会ホームページ及び四日市市総合体育館のホームページでご確認
ください。
主催：四日市市
主管：四日市市スポーツ推進委員協議会

★日

時

令和４年度１月９日（日）受付 ９：００～

開会式 ９：３０～
試合 １０：００～

★会 場
★参加資格

四日市市総合体育館アリーナ（中央緑地：日永東１丁目３－２１）
地区で編成されたチームとし、参加は何チームでもよい。
※ただし、１チームにつき１名まで、地区外選手の参加可。
✿一般の部（中学生以上）
✿ファミリーの部（小学生を含むチーム）※家族に限定しない
※小学生だけのチームは不可 ※男女・年齢の制限なし
※３人中、大人が１～２人入っていればよい。
★申込み及び問合せ先 １２月２２日（水）１７：００までに、各地区スポーツ推進委員まで
★その他連絡事項

（スポーツ推進委員 野﨑 衛 TEL 080-3633-7890）
・新型コロナウイルス感染症対策関係
新型コロナウイルス感染症対策の詳細については、日本スポーツ
協会ホームページ及び四日市市総合体育館のホームページでご確認
ください。
主催：四日市市
主管：四日市市スポーツ推進委員協議会
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「マイナンバーカードを作りたいけど、作り方がわからない」ということはありませんか？
そんな方のために、商業施設などでマイナンバーカード出張申請サポートを実施します！
申請サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！(なくなり次第終了)
この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！
サポート内容（予約不要・写真撮影無料）
・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い

・インターネットでの申請のお手伝い

・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け ・交付申請書送付用封筒の交付
・マイナンバーカードに関する相談・案内など
マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表(令和４年 1 月)
イオンモール四日市北 １階イベントスペース

8 日(土)、9 日(日)、10 日(月・祝)、

10:00～18:00
アピタ四日市店 2 階休憩スペース(西側エスカレータ横)
10:00～15:30
市民窓口サービスセンター前

29 日(土)、30 日(日)
6 日(木)、7 日(金)、13 日(木)、14 日(金)、
20 日(木)、21 日(金)、27 日(木)、28 日(金)
6 日(木)、7 日(金)、13 日(木)、14 日(金)、

16:30～19:00
イオン四日市尾平店 1 階催事場(東側エスカレータ横)

20 日(木)、21 日(金)、27 日(木)、28 日(金)
15 日(土)、16 日(日)

10:00～18:00
イオンタウン四日市泊 1 階中央イベント広場

22 日(土)、23 日(日)

10:00～18:00
※2 月以降の予定は、改めてご案内いたします。
※ＱＲコード付き交付申請書があると短時間で申請ができます。
【問合せ先】市民課 ＴＥＬ ３５４－８１５２

以下のポイントに注意して、年末年始を過ごしましょう。
★マスクの着用や手洗い等の手指衛生、換気とともに密接・密集・密閉を回避し、感染予防
対策を徹底しましょう。
★帰省や旅行によって感染を広げないように、混雑しない時期の移動を検討いただくとともに
帰省の２週間前から大人数や長時間の飲食をさけるなど、慎重に行動しましょう。
★会食の際に会話するときはマスクを着用し、食事中は会話しない「黙食」を実施しましょう。

発熱などの症状がみられたら…①身近な医療機関に連絡をしてください。
②相談する医療機関に迷う場合は、下記へお問合せください。
【受診・相談センター】 四日市市保健所保健予防課
TEL 059-352-0594（9:00～21:00）
三重県救急医療情報センター TEL 059-229-1199（21:00～翌 9:00）
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事前に備えておきましょう！！
・雪で外出できない場合に備えて、水、食料、燃料（灯油）などを備蓄する
・持病の薬を切らさないよう、少し多めに持つ（早めのご準備を）
・停電に備えて、使い捨てカイロ、予備電池、懐中電灯、携帯ラジオなどを準備する

やむを得ず外出する場合は細心の注意を払いましょう！！
・路面凍結している部分は歩かない（横断歩道の白線上など）
・普段よりも時間に余裕をもって行動する
・スタッドレスタイヤ、チェーンなど滑り止めを必ず装備する
・吹雪の中での運転は、ライト点灯、スピードダウン、車間距離の確保

除雪をする時は注意しましょう！！
・晴れの日は屋根の雪が緩むため落雪に注意する
・雪下ろしは命綱やヘルメット、滑りにくい靴を着用し、必ず二人以上で行う
・屋根からの転落に備え、建物の周りに雪を残して雪下ろしを行う

気象庁ホームページ「今後の雪」

気象庁のホームページで過去 24 時
間分の積雪の深さと積雪量に加え、
６時間先までの予報を一体的に確認
することが可能になりました
http://www.jma.go.jp/bosai/snow/

危機管理室

ＴＥＬ ３５４-８１１９
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ＦＡＸ ３５０-３０２２

